
pprreessss  
音楽でまちを盛り上げよう、という動きは全国各地に見られます。中でも、文化

の殿堂ミューズがあり、青空の下、楽器を奏でる航空公園があり、音楽サークルや

音楽ファンで賑わう店や施設も多い所沢こそ、「音まち」に相応しいと思うのです。 

 

６月24日、音まちコンサート

Vol.２「ローゼ弦楽四重奏団コン

サート」を市役所１階市民ホールで

開催しました。モーツァルトの華

麗な響きに始まり、続くチャイコ

フスキーでは美しいメロディが

会場一杯に満ち溢れました。最

後は得意とするベートーヴェン。 

起伏に富んだ前半の楽章を経て、超絶技巧を伴う劇的なフィナーレは圧巻の一言。 

演奏途中、会場に天井から日が射し込む自然の粋な演出もあり、メンバーも終

演後に「あれ、良かったです」と話していました。今後の活躍に期待がかかります。 

 

長渕剛「LICENSE」（1987）。まさに絶頂期

を迎えた最高傑作！言葉の一つひとつがパ 

ワフルかつ繊細で、聴けば聴くほど心に染みわたる名曲揃

い。代表曲「ろくなもんじゃねえ」収録の他、タイトル同名曲は

静かなメロディに乗せて綴った両親への思いが印象的です。 

      

 

 

  

各地の夏フェスもいい。でも市内で楽しめればもっといい。 

 

 
 

「音まち」発足当初からの目標に、身近なライブスペースの

確保があります。よく駅周辺などで楽器片手に歌っている姿を

見かけますが、ほとんど無許可で演奏しているのが実情です。 

現在「音まち」では、本来最も相応しいと考えられる市内の主

要駅周辺にそうしたスペースを求めて交渉を重ねています。 

そんな中、千葉県船橋市が公認ライブ「まちかど音楽ステー 

ジ」をこの４月から開始したと聞き、早速現地を訪ね、先輩の話を聞いてきました。 

 毎週金曜日、夕方５時から８時半まで、30分単位でライブは行われています。会 

場が駅の改札の目の前のため、音量の

制限はあるものの、プロ・アマを問わず

ジャンルも自由というのは所沢も理想と

するところ。しかしながら、乗換通路の脇

ゆえ、足早な通勤通学客や買い物客を

魅了するには試練の場にも感じました。 

 スタート時の苦労話も聞け、当面の課

題も見えました。こちらも頑張らねば…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVooll..  ６ 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 
♪音まちの先輩♪ 船橋市を視察しました 

Oct. 20st 2014 

           連載「音まち名盤」は音まち検討会議の面々が交代で自

由に書いている。ジャンルや洋の東西を問わずの意に反し、なぜか邦楽の王道を

驀進中。メンバーそれぞれに音楽との関わり方があり、思い入れも様々だ。なの

に、まるで誰かが監修しているかのようにＪ－ＰＯＰ史を俯瞰しているから面白い。 

 編集・発行：企画総務課 

 

 

ローゼ弦楽四重奏団の調べ、一服の清涼剤 

躍動感あふれる若々しい演奏に拍手喝采 



pprreessss  
「音まち」では、街中でのライブスペースの確保に向けた交渉を進めています。

地権者や会場周辺のご理解・ご協力、出演者のベストアクトに、何より音楽好きな

お客様たちを迎えた、所沢ならではの三位一体ライブを目指しています。 

 

既に９回の実績を持つ「仙台ク

ラシックフェスティバル」。ホール

公演だけでなく、期間中、前回の

船橋市同様、ホールを飛び出して

のコンサートも開催していると聞

き、早速行ってまいりました。 

訪れたのは、地下鉄駅通路や

オフィスビルの一角でのライブ。 

  開演前の機材調整からじわじわと人が集まり始め、熱演が終了した頃には２００

人近くを集客。近くに売店はありましたが、結構な音量でも了解済みの様子。役割

分担されたスタッフの動き、自由に音楽を楽しむ雰囲気など、学ぶところ大でした。 

 

サンボマスター『新しき日本語ロックの道と

光』（2003）。この稿の依頼があり、さて、何に 

しようかと迷っているとき、ふとラジオから流れた「人はそれ

を情熱と呼ぶ」。久しぶりにビリビリしびれた～！ 歌は技術

でもアレンジでも、ましてやルックスでもなく、やっぱり魂だ！  

      

 

 

  

朝晩の冷え込みが増し、ホットな音楽が恋しい季節になりました。 

 

 

 

 

ご好評いただいております音まちミニコンサート。その第３弾を開催します。 

今回は、フルートの上野由恵さんとハープの景山梨乃さんの魅惑の共演です。 

日 時 12月26日（金）/午後０時20分～55分 （昼休みの時間帯です！） 

会 場 市庁舎１階市民ホール ※入場無料。椅子席には限りがございます。 

曲 目 アルルの女～メヌエット（ビゼー）、荒城の月（瀧廉太郎）ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場では、所沢が世界に誇るムラマツフルートさんに企画協力いただき、フルー

トの製造工程等のパネル展示を行います。フルートに直接触れられるかも…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVooll..  ７ 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

視察第２弾。仙台市の略して“せんくら” 

Nov. 17st 2014 

           誰もが歌えるヒット曲が無くなって久しい。担当の過ごし

た70年代は歌謡曲の黄金時代。当時歌手の誰々のファンでなくても年末の賞争い

前には２、３曲口ずさめたものだ。今年空前のヒットとなった「Let it go」。実は非常

に難しい歌だ。なのに子どもたちは外国語版まで歌いこなすという。Oh my god！ 

 編集・発行：企画総務課 

♪今回のミニコンは“フルート＆ハープ” 

 

 

尺八ソロでの「Let it go」に大喝采！ 

上野 由恵 〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜  

東京藝術大学音楽部附属音楽高校を経て、同大学をアカンサス賞

を得て首席卒業。 同大学院修士課程修了。数々のコンクールで第１

位を受賞。現在、ムラマツレッスンセンター、洗足学園音楽大学講師。 

景山 梨乃 〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜 

８歳からハープを学び、東京藝術大学に入学。パリ・エコールノルマ

ル音楽院を経てベルリン芸術大学で学び、同時にベルリンフィル・カラ

ヤンアカデミー修了。本年９月より東京交響楽団に在籍。所沢出身。 

世界のムラマツフルート使用 

第１回に続き２度目の登場 



pprreessss  
「第九」の季節になりました。地元オーケストラと公募市民の合唱による「所沢で

第九を」は回を重ねて32回目、「音まち」を象徴する歴史あるイベントです。今年は

小林研一郎指揮のプロ公演もあり先日先んじて開催。炎のコバケン、健在でした。 

 

「音まち」当初からの目標に、身近なライブスペースの確保があります。若手アー

ティストの支援も兼ね、その第１弾を実施します。まずは出演者４人をご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺美里『ｔｏｋｙｏ』（1990）。このアルバムから

少し大人な印象になったが、パワフルボイス 

は健在。佳曲が並び初期ベスト盤といって過言ではなく、中で

も「サマータイムブルース」は超名曲。何より西武球場で20年

間ライブを続けた功績は「音まち」影の立役者だったりして !?  

      

 

 

  

市議会で「音まち」が採り上げられました。期待に応えなければ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 12月13日（土）/正午～午後３時（１アーティスト30分程度） 

会 場 所沢駅構内・とこてらす（改札口横店舗２階） ※要入場券 

直接会場へお越しください。当日は中心市街地でのイベント「サンタを探せ！」と

同時開催。爽やかな歌声とサンタ軍団が賑やかに師走の街を盛り上げます。 

第２弾は年明けの１月24日（土）。新所沢パルコ・ガレリアで予定しています。 

 

既報の市役所１階での音まちミニコンサートは12月26日（金）のお昼休みです。

フルート＆ハープの調べで１年を締めくくりましょう。ご来場をお待ちしています。 

VVooll..  ８ 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

“まちなかコンサート”第１弾 演
や

ります！ 

Dec. 10th 2014 

           巷に流れるクリスマスソング。一時期、自分好みのナン

バーを厳選して１枚のＣＤに編集していた。当然一定の基準をもって選曲、楽しい

もの、綺麗なもの、鈴の音が入っていればなおよろし。季節柄、暑苦しい声の御仁

はご法度。市販のＣＤとはほとんど曲のカブりのない代物、未だ愛聴盤である。 

編集・発行：企画総務課 

年末恒例のミニコンも直前。お楽しみに

… 

 

 

RIKIMARU／りきまる  〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜  

14歳のある日BoyzⅡMenの歌声に衝撃を受ける。20歳で始めたバ

ンドで数々の賞を受賞。テレビ朝日の音楽番組に出演、全国に名を広

める。2013年９月よりシンガーソングライターとして音楽活動を開始。 

ササキ・シンヤ 〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜 

大学卒業後、音楽活動開始。2011年下北沢のイベントでグランプリ

獲得。2012年アルバム「虹」を全国発売。「レインブーツ」他がNHK-FM

等で紹介される。2013年11月渋谷7thFloorで初ワンマンライブ開催。 

高田リオン  〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜  

2006年京都のラーメン店「夢を語れ」に同名テーマソングを書き下

ろし音楽活動開始。2008年アルバム「Hand Made Wonderland」を発売

し全国ツアーを行う。来年１月FM東京ホールで初ワンマン開催決定。 

世莉奈  〜ＰＲＯＦＩＬＥ〜 

19歳で作曲を始め都内を中心にライブ活動を行う。2011年にフリー､

翌年から２年連続狭山市市民会館でワンマンライブ開催。狭山茶応援

ソング「ちゃちゃちゃ狭山茶♪」など地元埼玉ほか､活動の場を広げる。 

詳細  



pprreessss  
他自治体でも所沢の「音まち」に似た動きが見受けられます。悩ましく思う反面、

まちづくりに「音楽」の役割を重んじた点で、大いに共感する部分でもあります。 

 

「フルート＆ハープ」と題した市役所１階

市民ホールでのコンサート、会場だけでなく

所沢出身のムラマツフルートを操る上野由

恵さん、所沢出身のハーピスト・景山梨乃さ

んと所沢ずくめのひとときとなりました。 

超絶技巧を交えた笛の音と和洋さまざま

な曲調に変幻自在の竪琴の音。華麗で、時 

に幽玄な響きに万雷の拍手が送られました。クリスマスツリーが会場に華を添え、

今回企画協力いただいたムラマツフルートの展示コーナーも大好評でした。 

 

会場を変えての第２弾。もちろん入場無料です。まずは今回初出演のアーティス

トをご紹介します。前回から連続出演の世莉奈さんの紹介は前号をご覧ください。 

 

B’z『LOOSE』（1995）。発売当時300万枚を

売り上げた大ヒットアルバム。まさに B’zの歴 

史を語る上では外すことのできない作品。名曲揃いでありな

がら、全体の完成度、バランスも申し分ない。ぜひ（もう一度）

いつまでも色褪せないこの１枚を聴いてみてはいかがか。  

      

 

 

  

お風呂で歌う鼻歌。あれって意外と聞こえています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 １月24日（土）/正午～午後４時（１アーティスト40分程度） 

会 場 パルコ新所沢店中央通路・ガレリア（新所沢駅西口徒歩２分）  

直接会場へお越しください。客席は全てお立見となります（椅子席のご用意はあ

りません）。屋外コンサートになりますので、時節柄、防寒対策にはご油断なく…。 

VVooll..  ９ 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち 

New year“まちなかコンサート”in ガレリア 

Jan. 15th 2015 

           先日行われた音まち推奨・松井クラシックのつどいの主

催公演は回を重ねて第273回。本年発足25周年を迎える。市民有志での活動、

本当に頭が下がる。当日は所沢ゆかりの佐藤卓史ピアノリサイタル。プロコフィ

エフの難曲・戦争ソナタ３部作を一気に聴く。超ヘビー級の熱演に圧倒された。 

編集・発行：企画総務課 

恒例御用納めのミニコンは今回も大盛況！ 

詳細  

松山優太   ダイナミックな歌声と発想力を生かしたステージングが 

身上。2004年、JULEPSを結成。所沢を拠点に活動開始。2007年、作詞 

家秋元康氏に見いだされ、メジャーデビュー。デビュー曲「旅立つ日」は 

15万枚のヒット。2012年 JULEPSは活動を休止、現在はソロで活動中。 

宮川鉄平   卓越したギターテクニックと確かな歌唱力、パワフルな

ライブが話題を呼び、都内ライブハウスや地元所沢などで絶賛活動中。

2010年、全国音楽コンテストでグランプリを獲得、ミニアルバムを全国発

売する。2011年、ミューズでの初ホールワンマンも大成功を収めた。 

ROAD FRIENDS ふたつの個性が合わさり、魅力的で、面白い、

他にはない "ひとつ"が出来上がる。2012年４月、ミニアルバム 「ポ

ケット・ミュージック」をリリース。収録曲「なまえ」は全国のカラオケ

DAMにて好評配信中。関東全域で精力的にライブ活動を展開中。 

ＰＲＯＦＩＬＥ 

 

 



pprreessss  
先日、青春時代に熱中した楽器演奏を40年振りに再開した方の話を聞きました。

音楽におけるマジック、年齢を重ね、いぶし銀の味を発揮してほしいものです。 

 

音楽専用ステージに頼らない、身近なスペースを使った『まちなかコンサート』を

昨年12月13日に所沢駅「とこてらす」で、１月24日にパルコ新所沢店「ガレリア」で

開催しました。出演者各々オリジナリティ溢れるライブでファンを魅了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氷室京介『“B”ORDERLESS』(2010）10代から

日本のロックシーンを牽引し、50歳にしてヒム 

ロックという設定を越えて生んだ作品。「Rock'n Roll Suicide」を

筆頭に聴き込むほどに味が出る。地球上にボーダーなんかな

いという平和への思いも感じたい。ラストアルバムなのか…。 

▲ササキシンヤさん 

▲ＲＩＫＩＭＡＲＵさん ▲高田リオンさん 

▲世莉奈さん 

      

 

 

  

市内音楽スポットを網羅した音まちＭＡＰ。近日完成。お楽しみに…。 

 

 

 

 

※松山優太さんが急病のため、急遽代役で龍の牙が出演しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

続く第３弾は日時・会場未定です。決定し次第、市ホームページや当紙面でお知

らせします。出演者の選定など、より「音まち」らしいベストな方法を模索中です。 

VVooll..  10 

音楽のあるまちづくり in 所沢 

所所沢沢市市はは音音楽楽ののああるるままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

ままちち Feb. 13th 2015 

           着メロという文化（？）は不思議だ。多くの場合、慌て

て電話に出るなり切るなりされて、肝心のメロディは頭でブチ切れる。突然音楽

を鳴らした本人は妙に気恥ずかしそうだったりする。普段シャイで無口な御仁

から、いきなり「威風堂々」が流れたりすると、本性が垣間見えてちょっと怖い。 

編集・発行：企画総務課 

まちなかコンサート Vol.１＆２を振り返る 

龍の牙   弾き語りで活動していた同志が集まり、和太鼓の

鼓動に歌をぶつけ合い、全く新しいエンターテインメントを生み

出すべく結成。和太鼓、衣装、日本語のみの歌詞、祭、日本の

伝統文化を新たな形で未来へ伝える事へも挑んでいる。 

15万枚のヒット。 

ＰＲＯＦＩＬＥ 

Vol.１ 

Vol.２ 

▲龍の牙 

ＲＯＡＤ ＦＲＩＥＮＤＳ ▼ 

▲宮川鉄平さん 

 

 

▲世莉奈さん 

 
（連続出演） 


